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本日の行事予定 (2014 年 7 月 4 日) 

第 2975 回  

≪新年度初例会≫ 

 
先回の記録（例会） 

第 2974 回 ’14年 6 月 27 日（金） 

≪納 会≫ 

ストレッチ体操 佐藤雅彦君 
ロータリーソング 「手に手つないで」 
ソングリーダー 鈴木吉男君 
会 員 総 数 67名    6月 6日例会分訂正 
出席免除会員 21名    欠 席 会 員    15名 
本日出席会員  53名    MAKEUP会 員    10名 
本日の出席率  79.10％  訂 正出席 率  98.44％ 
超 過 出 席 三谷栄一君、加藤則之君(次年度地
区ロータリー研究会)、後藤務君、伊藤誠君、三谷
栄一君、住田正幸君、安江正博君、余郷利彦君、
野々山勝也君（次年度国際奉仕委員会） 
 

会長挨拶 

鈴木吉男会長 

今日は、次年度に入会す

る方を 3 人ゲストにお迎

えしました。今年度末で 3

人退会、1人は 2週間前に

亡くなられました。本当に

増強をやらないと、会員が

どんどん減っていきます。創立 60年を超えたロー

タリーだから、増強は大変重要な問題です。今年

度 3 人の入会がありましたが、来週入会するゲス

トの方を含めると結局 1人の減です。 

今日は久しぶりに『クラブ計画書』を読み返し

てみて、この 1 年間どれだけ自分がやれたかと考

えると、なんとか 8 割、自分の意思、考え方が通

ったのかなと思っています。例会食事費は 150 万

円近く減らすことができましたし、会報を白黒に

して、だいたい 12万円ぐらい減になりました。花

もやめて、合計 160 万円以上の減になりました。

その面では皆さんに大変ご迷惑をかけたところが

あるかもしれません。 

上半期の会長挨拶では、半分以上ロータリーの

話をさせていただきました。（スローガンは）「温

故知新」で今年 1 年間を通して、入会当時のロー

タリー精神を少しは考え直さなければいけないと

いうことで、入会したときのロータリーがどんな

状態だったかを考えながら 1 年間を通し、無事に

過ごすことができました。伊藤副会長が言いまし

たように、病気だけは絶対するなということで、1

年間休むことなく（例会は 3 回休ませていただき

ましたが）、きっと伊藤副会長より私のほうが元

気なのではないかと思います。幹事さんにも大変

お世話になりました。どうも皆さんの話を聞きま

すと、幹事さんが一番えらかったということで、

私の価値はだいぶ低いんですが、いろんな面で三

人四脚でやらせていただきました。素晴らしい 1

年であったと確信してますし、これからのロータ

リー生活でこの 1 年間の思いを継承しながら活動

していきたいなと思っております。本当に 1 年間

ありがとうございました。 

 
幹事報告 

寺島淳一幹事 

1. 本日は 2013～2014 年度

の納会です。1 年間大変

お世話になりました。後

ほどゴルフ部会、会長杯

の発表を行います。 

2. 本日午後 6：00～、「新旧合同会員増強委員会」

と「ニコボックス委員会」が「魚しま」で開催

されます。 

3. 大変残念な報告ですが、会員の寺田健一さん、

服部昭三さん、日比一昭さん、水野人志さんよ

り、今年度をもって退会の届けが提出され、理

事会で受理されました。 

4. 6 月 28 日(土)、「地区青少年交換委員会」主

催の「ＢＢＱ懇親会」が犬山にて行われます。

鈴木会長とジェッシー君が参加されます。 
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5. 7月のロータリーレートは 1ドル＝102円です。 

6. 次週は次年度初例会です。例会終了後、次年度

第 1 回目の理事会が開催されますので該当の

方はご出席をお願いします。 

以上です。よろしくおねがいします。 

 

退任の挨拶ということで、まずは、本当に疲れ

ました。長いようで短い、短いようで長い、精神

的な疲労が蓄積された 1 年だったような気がしま

す。振り返りますと、一昨年の 10月中旬位から今

年度の準備で動きだし、実質 1 年 8 ヶ月位、ロー

タリー活動が本業のような鈴木会長のもとで、ロ

ータリーにどっぷり浸かっていました。この間、

鈴木会長とはご夫人の秀子さんよりも顔を合わせ

ていた日が多かったのではないかというぐらい顔

を合わせていたように思います。今年度は会長の

方針で会費や例会食事費など、色々な面での見直

しからスタートしましたので、どうなることやら

と思っていましたが、皆様のご理解ご協力のもと、

こうして、納会を迎えることができました。鈴木

会長は、色々な面で突っ走っていってしまい、ブ

レーキをかけてもなかなか止まらない会長でした

ので、苦労も多々ありましたが、幹事を経験させ

ていただき、勉強にもなりましたし、多くの人と

出会うこともできました。この経験で少しは、ロ

ータリーのことが理解できたのかなと思っていま

す。この 1 年間、私のような若輩者が幹事を務め

ることができましたのも、鈴木会長の適切なアド

バイスのおかげであり、また伊藤哲朗副会長、浅

井賢次Ｓ.Ａ.Ａ.始め多くのメンバーの皆様に支

えていただいたおかげだと思っております。本当

に 1 年間ありがとうございました。 

 
退任の挨拶 

伊藤哲朗副会長 

 会長が 1 年間元気に活躍さ

れたので、楽しく過ごさせて

いただきました。委員会にも

数多く出席させていただき、

皆様には大変お世話になりま

した。ありがとうございました。 

 
ニコボックス報告 第 2974回分 

余郷利彦ニコボックス委員長 

鈴木吉男会長、伊藤哲朗副会

長、寺島淳一幹事 本日は

2013～2014年度の納会です。

1年間、役員・理事・委員長

の皆様、大変お世話になり、

ありがとうございました。 

寺田健一君 今回の例会をもって卒業します。あ

りがとうございました。 

余郷利彦君 会員の皆様には今年 1 年、ニコボッ

クスに大変ご協力いただき、ありがとうございま

した。水野人志君に大変お世話になりました。 

水野人志君 2 年間大変お世話になりました。と

ても楽しい時間を過ごさせていただきました。 

浅井賢次君 ①1 年間Ｓ.Ａ.Ａ.に協力いただき、

ありがとうございました。②写真がウィークリー

に載りました。③老人クラブのグランドゴルフで、す

っかり日焼けしました。健康色と自負しております。 

伊藤哲朗君 本日イオン名古屋茶屋 1Ｆに生活雑

貨店をオープンしました。よろしくお願いします。 

山田勝弘君 ゲストの 3名の方をお迎えして。 

安江正博君 鈴木会長、1年間ご苦労さまでした。 

伊藤基君 松本浩義君と服部則仁君をお迎えして。 

矢田潔君 寺田健一さん、淋しくなります。永い

間たくさんのご指導をいただき心から感謝申し上

げます。これからもお体を大事にしてください。 

後藤亨君 欠席をして申し訳ございません。 

鈴木吉男君、寺島淳一君、山本達彦君、浅井賢次

君、松崎安孝君、田中正明君、加藤則之君、河西

あつ子君、幅辰雄君、浅井彦治君、加藤泰一郎君、

八谷潤一君、住田正幸君、服部貴君、伊藤基君、

山田勝弘君、伊藤哲朗君 ウィークリーに写真が

載りまして。 

鈴木吉男君、伊藤哲朗君、寺島淳一君、安江正博

君、野々山勝也君、田中正明君、加藤則之君、河

西あつ子君、三谷栄一君、八谷潤一君、住田正幸

君、服部貴君、山田勝弘君 （役員・理事・委員

長から）皆さん、1年間ありがとうございました。 

古川弘一君、後藤務君、幅辰雄君、生田達一君、

伊藤幸蔵君、伊藤祥文君、片岡鉄君、加藤隆朗君、

小林啓子君、松崎安孝君、坂井裕君、佐藤敬治君、

佐藤雅彦君、住田由純君、杦田勝彦君、高木輝和

君、滝川林一君、鶴見治貞君、横井知代君、吉田

康裕君 役員・理事・委員長の皆さん、1 年間あ

りがとうございました。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木会長 

伊藤副会長 

浅井Ｓ.Ａ.Ａ. 

寺島幹事 

お疲れ様でした。 

吉田康裕 

親睦活動委員 
佐藤雅彦君の 

ストレッチ体操 
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懇親会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

余郷利彦君と 

退会される寺田健一君 

浅井賢次Ｓ.Ａ.Ａ.と 

入会予定の服部則仁さん 

（中電の入れ替り） 

入会予定の山田章博さん、 

退会される水野人志君 

入会予定の松本浩義さん 

服部貴会場委員長 ゴルフ会の会長杯は

坂井裕君に贈呈 

鈴木秀子会長夫人より、

寺島幹事に感謝状 

飯村理君の音頭で

乾杯！（但しペット

ボトルのお茶です） 

クラブ広報副委員長の

伊藤祥文君 

 乾杯の音

頭で緊張

しました 

 広報委員会は、Weeklyの

写真撮影と校正に頑張り

ました 

○鈴 
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次回例会 

第 2976 回 ’14 年 7 月 11 日（金） 

≪クラブフォーラムⅠ≫ 

 

 
青少年交換だより 

7 月 1日、カナダに留学中の成田浩規

君から 6月のマンスリーレポートが届き

ました。7月 18日に日本へ帰国する予定 

です。 

 

学校の状況 

学校はもうすでにグレイド 11 過程を終えまし

た。休みに入ってからはホストブラザーと共にゲ

ームをしたり映画を見たりして遊んでいます。 

カナダの 6 月はかなり過ごしやすく、日本の秋の

ような感じで夜になると肌寒いほどです。週に一

度ほど夜、友達の家やホストの家で焚き火が行わ

れ、みんなでわいわいといろんなことを話して過

ごしています。 

 

ホストファミリーとの関係 

6 月初旬～中旬にかけて 2 週間、ホストファミ

リーが学校からの有志参加のフランス旅行に行っ

ていたので、僕はその間 4 家族の友達の家に 1 家

庭 3～4 日として泊めさせてもらいながら生活を

していました。その間は基本的には友達と一緒に

ゲームをしたり、バイト先に遊びに行ったり、ア

ニメを見たり、カヤックに乗ったりしました。 

日本ではアニメのことをよく思っていないひと

も多少なりとはいると思いますが、僕は日本のア

ニメ文化を誇りに思っています。友達の多くはア

ニメ好きでアニメを通して日本のことが好きにな

り、それをきっかけに日本の文化について興味を

持ち日本に遊びに行きたいと言うひともいます。

また日本国内で人気のある akb48 も、世界的に見

ればナルトの主題歌を歌っている flow のほうが

知名度はあります。世界に通じるモノとしてアニ

メという媒体を作ることは個人的に尊敬できるこ

とだと思っています。 

 

ホストロータリークラブとの関係 

（3回出席）6月末の今ロータリー年度最後のミー

ティングとしてゴルフに参加しました。ゴルフは

人生で 2 回目でまだまだ難しく、うまくゴルフク

ラブに当てることすらできずにとんでもない方向

へ飛んでいくことも多々ありましたが、天気もよ

くすごく楽しかった

です。 

 

その他 

明日から地区とし

て最後のイベントで

あるキャンプに行ってきます。これ

で地区の他の留学生に会うのは最

後なので寂しくなりますが、楽しん

でこようと思います。 

 

7月の例会変更（再・追加含む） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 7月 4 日（金）第 2975 回 幹事報告 

野々山勝也幹事  

1. 本日は初例会です。名誉会員の日比津島市

長、日永(ひなが)愛西市長にご出席いただい

ております。後ほどご挨拶をいただきます。 

2. きょうは、3 人の方の入会式を行います。

所属する委員会ですが、服部則仁君と松本

浩義君は社会奉仕委員会です。それから山

田章博君は会場委員会です。よろしくお願

いします。 

3. 青少年交換学生のジェッシー君に出席頂

いております。ジェッシー君は今月 25 日

にカナダへ帰国する予定ですので、きょう

が最後の出席となります。 

4. 7月 10日（木）、今年度最初のゴルフ部会

のコンペが桑名カントリーにて開催され

ます。たくさんのご参加をお待ちしており

ます。 

5. 7 月 11 日(金)と 7 月 18 日(金)のクラブフ

ォーラムのご案内をお配りしました。委員

長の皆様はご準備をお願いします。 

6. 本日、上期の請求書と会員証及び会員名簿

の新入会員の追加シールとウィークリー

ホルダーをお配りしました。会費は速やか

にご入金下さいますようお願いします。 

7. 本日例会終了後、第 1 回役員・理事・委員

長会議を開催します。該当の方はご出席を

お願いします。 

8. 本日『ロータリーの友』7 月号と『ガバナ

ー月信』7月号を配付しました。 
 

 
 

 

 

 

 

 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

尾西 RC 7/14 月 尾西信用金庫本店 

稲沢 RC 7/16 水 林商事ビル 

名古屋守山 RC 7/16 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

尾張中央 RC 7/23 水 名鉄グランドホテル 

名古屋和合 RC 7/23 水 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

一宮 RC 7/24 木 一宮商工会議所 

名古屋北 RC 7/25 金 名古屋東急ホテル 

一宮北 RC 7/25 金 一宮商工会議所 

名古屋空港 RC 7/28 月 キャッスルプラザ 

名古屋城北 RC 7/29 火 栄東急イン 

名古屋ｱｲﾘｽ RC 7/30 水 ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 1F 

 


